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命 の 水

　イスラエルは山と谷の地であり、雨が降らないと農

業ができない地域でした（申命記 11:11）。このよう

な理由から、イスラエルの三大祭の一つである 仮
かりいお

庵

の祭りの最終日に、祭司は人々と共にシロアムの池か

ら水を汲み上げました。その水を祭壇にささげて、イ

スラエルの人々が一つになって、雨のための祈りをさ

さげました。

　それなのに、祭りの終わりの大いなる日に、イエス

様は立って、大声で言われました。「だれでも渇いて

いるなら、わたしのもとに来て飲みなさい」（ヨハネ

7:37）。これは、人々が探し求めている命の水をイエ

ス様が与えるという素晴らしい祝福の御言葉でした。

イエス様は命の場所に私たちを招いておられます。イ

エス様の祝福は、身分、信条、性別などで差別される

ことはありません。皆のための祝福です。

イ・ヨンフン牧師

　罪の場所から、イエス様がおられる場所に向かうべ

きです。肉の期待や願いからではなく、視点を変えて

イエス様を見るべきです。そうすると、イエス様は他

では得られなかった命の水を与えてくださいます。

　イエス様が与えられる水を飲む人は、今まで何をし

ても満たされなかった渇きが解消される恵みを受けま

す。心の中にあった欲と否定的な自画像がきれいに洗

い清められて、喜びと平和がいつも流れる人生になる

でしょう。

　今の居場所が心地よいものであっても、信仰をもっ

てイエス様に向かって進んでください。イエス様が与

えてくださる命の水、聖霊様を受けて、永遠の喜びと

平安、そして、自由な人生を歩みますように祝福しま

す。†
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障害物越え

チョウ・ヨンギ 
ヨイド純福音教会元老牧師

✿ 今日のマナ

　430 年間エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民は、神

様の助けによって奴隷生活から解放されました。彼らはモーセを

指導者にして、乳と蜜の流れるカナンの地に向かいました。エジ

プトを出発して間もなく、彼らの目の前に紅海という障害が立ち

はだかりました。さらに悪いことに、イスラエルの民を滅ぼす、

もしくは捕虜として連れ戻す目的で、エジプトの軍隊が彼らの後

を追っかけてきました。

　イスラエルの民は正気を失って右往左往しました。彼らはこれ

らの障害を到底乗り越えられないとあきらめて、指導者である

モーセを恨みました。しかし、同じ境遇にあったモーセは、イス

ラエルの民と正反対の態度でした。モーセはイスラエルの民にこ

う叫びました。

　「主があなたがたのために戦われるから、あなたがたは黙して

いなさい」（出エジプト 14:14）

　何がこのような違いを生じさせたのでしょうか。人は生きてい

くときに、寄り頼むものが必要です。イスラエルの民は人を頼り

にしました。有限な人を頼りにしても、その人の力が枯渇してし

まうと、絶望しか残りません。しかし、モーセは天地を造られた、

人間のいのちと死、祝福とのろいを支配され、ないものからある

ものを創造される、主である神様に頼りました。神様に頼る彼に

は恐れるものがありませんでした。

　人間の絶望は神様の機会であり、人間の不可能は神様の可能で

す。そのため、イスラエルの民が絶望するときでも、モーセは絶

望しませんでした。イスラエルの民が私たちの力が及ばないと叫

んだときに、モーセは「神様が私たちのために戦われる」と宣言

しました。

　その後、どうなったでしょうか。神様はモーセを祝福して、奇

跡を起こされました。モーセを通して紅海を二つに分かれさせ、

イスラエルの民は紅海を歩いて渡りました。障害にぶつかったと

きに、人を頼りにするのか、神様を頼りにするのかで最終的な運

命が変わります。皆さんは何を人生の頼りにしていますでしょう

か。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

キリストの御言葉
――	マルコによる福音書 1章 21 ～ 27 節	――

「それから、彼らはカペナウムに行った。そして安息日にすぐ、イエス

は会堂にはいって教えられた。人々は、その教に驚いた。律法学者たち

のようにではなく、権威ある者のように、教えられたからである。ちょ

うどその時、けがれた霊につかれた者が会堂にいて、叫んで言った、「ナ

ザレのイエスよ、あなたはわたしたちとなんの係わりがあるのです。わ

たしたちを滅ぼしにこられたのですか。あなたがどなたであるか、わかっ

ています。神の聖者です」。イエスはこれをしかって、「黙れ、この人か

ら出て行け」と言われた。すると、けがれた霊は彼をひきつけさせ、大

声をあげて、その人から出て行った。人々はみな驚きのあまり、互に論

じて言った、「これは、いったい何事か。権威ある新しい教だ。けがれ

た霊にさえ命じられると、彼らは従うのだ」

　幼い時に最も恐れたのは幽霊や鬼神の話だったことは、皆さん

の共通項のはずです。田舎に行くとトイレが外にあって、怖くて

行けなかった思い出もあります。しかし、不思議なことに大人に

なると殆どの人が鬼神を怖れなくなります。恐れないというより

も存在しないと決めつけます。科学や理性教育の結果です。ナル

ニア国物語の著者で有名な C.S. ルイス教授は、現代人は鬼神に

対し、必要以上に怖れるか、全く信じないかの両極端に分れると

言い切りました。前者は鬼神の格好の餌食となり、後者は気付か

ないうちに鬼神に支配されているとキリスト教弁証論の中で述

べました。聖書は、この世で働くすべての悪しき勢力である鬼

神、すなわち悪霊の存在を明確に訓えています。醜悪で凶悪な事

件の背後には必ず悪霊の働きがあります。汚れた霊は存在するの

です。この悪霊を総体的に表した単語がデーモンであり、その頭

目はサタンです。ですから、聖書でサタンだけは常に単数で表す

のです。名前を聞いただけでも、後ずさりしそうな気になります。

しかし、サタンやデーモンにも弱点があります。本文はそれを教

えてくれています。

　第一に、悪魔悪霊が最も恐れるのはイエス・キリストであるこ

とを知りましょう。公生涯の初期にカペナウムで悪霊に憑かれた

者に出会います。その悪霊が恐れおののいて叫びました。「ナザ

レのイエスよ、あなたはわたしたちとなんの係わりがあるので

す」 悪霊は二つの事実を知っていました。一つは、イエス様が神

の聖なる方、すなわちメシアであることです。もう一つは自分た

ちがイエス様によって滅ぼされることです。「罪を犯す者は、悪

魔から出た者である。悪魔は初めから罪を犯しているからであ

神様は御言葉で天地万物を創造されただけ

でなく、今も御言葉で宇宙万物を治めてお

られます。私たちが救われたのも御言葉の

力です。御言葉を受け入れた瞬間、死んで

いた霊が甦ったのです。御言葉には偉大な

能力と権勢があります。だから、悪魔悪霊

が怖れるのです。
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る。神の子が現れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまうためであ

る」（第一ヨハネ 3:8）。悪魔悪霊は、イエス・キリストに対抗す

ることはできません。そして、その救い主を受け容れ、その御名

を信じた私たちには手を出すことができないことを信じましょ

う。なぜなら、悪魔悪霊が最も恐れるイエス様が私たちの内にお

られるからです。

　第二に、悪魔悪霊が怖れているのはイエス・キリストの御言葉

です。イエス様は悪霊に憑かれた者を解放されました。どうやっ

て解放されたのでしょうか。「黙れ、この人から出て行け」とい

う御言葉で悪霊を追い出されたのです。神様は御言葉で天地万物

を創造されただけでなく、今も御言葉で宇宙万物を治めておられ

ます。私たちが救われたのも御言葉の力です。御言葉を受け入れ

た瞬間、死んでいた霊が甦ったのです。御言葉には偉大な能力と

権勢があります。だから、悪魔悪霊が怖れるのです。御言葉は単

なる説法や宗教的訓示ではありません。人を活かし、暗闇に光を

当て、囚われ人を放免する力があります。悪霊が大声をあげて出

て行くのを目撃した人々は、「これは、いったい何事か。権威あ

る新しい教だ。けがれた霊にさえ命じられると、彼らは従うのだ」

と驚き怪しみました。私たちには悪魔悪霊に対抗することのでき

る御言葉の剣、御言葉の盾があります。悪霊は存在します。しか

し、イエス・キリストの御言葉のうちに留まり、自分自身の人格

を主に委ねた私たちは怖れる必要がありません。神の御子の能力

と権勢が共にあるからです。大胆に悪霊を追い出しましょう。引

き下がることなく、敵対しましょう。私たちが負けることは絶対

にありません。なぜなら、イエス様が共におられ、御言葉がある

からです。†

「差別禁止法」は問題点が多く、物議を醸しているのに、「平
等法」という変種まで登場し、人々は大混乱に陥っています。
名前だけ聞くと良い法だと思いがちですが、実際に内容を吟
味すると、毒素条項が多すぎて、「なぜこのような法を作ろ
うとするのか」とその意図を疑わざるを得ないものになって
います。

クリスチャンに差別禁止法についての意識調査を実施したと
ころ、「差別禁止法は同性愛を助長する」と反対意見が多数
を占めていました。ですが、「差別は良くないものだから、
禁止するのが正しいのでは？」と、名称に惑わされて、その
実態を詳しく知らない者がいることもわかりました。

私たちは、キリスト教の価値観を深刻に傷つけ、宗教の自由を
侵害する「差別禁止法・平等法」の本質について正しく知るべ
きであり、信仰者として断固かつ賢明に対処しなければなりま
せん。読者の皆さんの理解を深めるため、専門家の主張や見解
を総合的に取材分析し、わかりやすくまとめています。

今は、我々が心を合わせて最前線で闘争している人々を応援
し、神様の助けを求めなければならない時です。（編集者注）

＜差別禁止法・平等法の核心的整理＞
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■「差別禁止法・平等法」の背後に潜む反キリスト教思想

　差別禁止法を制定しようと画策する人自体に焦点を当てすぎる

と、私たちは本質を見失うことになります。具体的な誰かを見て

みると、善良で人格的に非の打ち所がない立派な人である場合が

多いものです。そのため、吟味することなく、あの人がするもの

だから大丈夫だろうと思い込んでしまうのです。

　しかし、私たちが明確に知るべきことがあります。今、反キリ

スト教的な社会風潮が全世界に広がっています。神様に敵対する

勢力は歴史的にも多く存在していましたが、今は過去の様相とは

異なっています。現代の反キリスト教勢力は、差別禁止法や平等

法を巧みに利用して、世界各国でキリスト教を迫害しているので

す。

　彼らはキリスト教徒を直接弾圧するのではなく、間接的に文化

戦争を繰り広げて攻撃してきます。「人権」「平等」「差別禁止」

を掲げ、同性愛と同性結婚を認めない正統的キリスト教に非難を

浴びせることで、キリスト教に対する嫌悪感や反キリスト教感情

を助長しているのです。

　これらの反キリスト教勢力は、彼らが追求する究極的な目標を

「差別禁止法・平等法」特集

クリスチャンなら知っておくべき
「差別禁止法・平等法」の正体

隠しています。彼らは段階的に法を強化して、彼らが望む世界を

作ろうとしているのです。長期的計画を立てて、しかも、反発を

抑えるべく、一枚ずつカードを切っています。

　彼らの目指している世界は、ごく少数の人物以外は誰も把握で

きていません。ただ、その世界とは、正統派キリスト教と両立で

きない恐ろしい世界であり、これが大問題なのです。

　より正確に表現するならば、彼らはキリスト教を人本主義的に

変質させて「絶対真理」ではなく、彼ら好みの「一つの相対的宗

教」にしようとしています。さらに、教会を巧みに知能的に迫害

することで、最終的には信徒数を減少させ、キリスト教を社会的

影響力のない「マイナー宗教」にすることを狙っているのです。

　彼らはこれまで「ジェンダーイデオロギー」と「クィア神学」

を広め、正統派キリスト教を変質させようと努力してきました。

その努力が功を奏し、今では世界各国の神学校は危機に陥ってい

ます。

■「ジェンダーイデオロギー」と「クィア神学」

　蔚山 (ウルサン )大学のイ・ジョンフン教授の著書『教会解体

とジェンダーイデオロギー』があります。これを読みますと、「ジェ

ンダーイデオロギー」を通して、彼らがどのように性 -結婚 -家

族に関する道徳と価値観を破壊し、引いては教会を解体させよう

としているのかがわかります。

　フェミニスト運動の初期は、男性と女性の基本的な同等権を要



分離。区別・制限・排除・拒否表示・助長：合理性要件削除

あの教会に
差別する垂れ幕

が掲げてある

国家人権委員会
の協力を得て
訴訟を起そう

新天地
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求していました。ですが、1990 年以降は、その次元を超えて社

会的・機能的なすべての生活領域において、女性の同等な地位を

要求しはじめます。21 世紀に入ってからは、そうしたフェミニ

スト運動は「ジェンダー革命」あるいは「ジェンダー主流化運動」

に変質しました。男性と女性以外の第三の性が存在するため、性

の区別そのものを撤廃すべきであると、今日では主張しています。

　この「ジェンダー主流化運動」の土台となる思想が「ジェンダー

イデオロギー」です。「ジェンダーイデオロギー」では、性は生

まれつきのものではなく、社会的産物にしか過ぎません。「生物

学的性」を否定し、「社会的性」だけを認め、人間は後天的に自

分の性を選択しなければならないとしています。

　また、「ジェンダーイデオロギー」は一夫一妻制の結婚を否定し、

LGBTQ のすべての性形態を生活共同体として認めるべきだと主張

しています。そして、彼らが掲げる大義名分は「性的多様性」「差

別禁止」「少数者の人権」なのです。

　彼らはいつも「少数者の人権」をモットーに掲げています。し

かし、彼らが尊重する「少数者」は、一般的に考えられている社

会的に抑圧されている弱者のことではありません。彼らが声を上

げる「少数者の人権」とは、同性愛者、つまり LGBTQ 関連の人権

だけなのです。

　「クィア神学」は、ジェンダーイデオロギーに侵食された神学

者から出てきた主張です。キム・ヨンハン教授の書籍『ジェンダー

主義の挑戦とキリスト教信仰』『クィア神学の挑戦と正統改革神

学』を読みますと、「クィア神学」の正体について詳しく知るこ

とができます。

　「クィア神学」は、聖書を各時代の「文化的偏見と間違い」を

持った書物とみなすことで、聖書倫理の普遍的妥当性を否定して

います。医療関係者の研究結果と脱同性愛者の証言を通して、同

性愛は後天的な性的病理に由来することが証明されたにもかかわ

らず、これを無視して、同性愛は創造秩序に反するものではなく、

先天的なものだと主張しています。

■文化が及ぼす影響力と教会の失敗

　信仰者の目には奇妙に見える「ジェンダーイデオロギー」と

「クィア神学」がますます勢力を拡大しているのは、残念ながら

否定できない現実となっています。50 年以上の歴史を持つ洗練

された教材と戦術戦略で武装した活動家たちが、全世界の「ジェ
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ンダー主流化運動」を巧みに操っています。

　彼らの主な手段の一つは、もっともらしい「言語操作」です。

各国の文化や慣習に合わせてプログラムを展開し、言語操作や扇

動的宣伝技法を活用して同調者を集め、市民団体を結成して政治

家に圧力をかけ、ついには希望どおりの法律を作るのです。実際

に 1960 年以降、西欧社会は人権をイシュー化し、勢力を伸ばし

てきたネオ・マルキシズムにまともに対応できませんでした。

　当時、非倫理的性革命勢力は「あなた自身を抑圧的なキリスト

教の性道徳から解放せよ。自分の性的衝動を満足させよ。そうし

て、すべての支配から自由な社会という楽園を作り出せ」と、キ

リスト教を集中攻撃してきました。しかし、西欧のキリスト教教

会と信徒らは、残念なことに傍観、もしくは沈黙したのです。

　時間が経ってジェンダー主義勢力が勢いづき、「性的少数者の

人権」を尊重すべきだというメディアや知識人の声にも押され、

結局、差別禁止法や平等法の承認を防ぐことはできませんでした。

　その結果、同性愛が広がり、社会の雰囲気は急変しました。「同

性婚認定」まで急速に進み、取り返しのつかない状況になってい

ます。イギリスで同性愛法が合法化されたとき、同性愛者は 2%

しかおらず、反対にキリスト教徒は 80% でした。しかし、その

80% のキリスト教徒が沈黙した結果、今日のイギリスの教会はほ

とんど瀕死状態にあります。西ヨーロッパの他の国々も似たよう

なものです。

　アメリカの福音主義者も、寛容という美徳を掲げて同性愛の波

にまともに対処しなかったため、オバマ政権での「同性愛合憲」

を許してしまいました。アメリカの活動家は、自由と許容という

単語を好むアメリカ文化を考慮して、「同性結婚は市民の自由」

というフレーズをたくさん使ったといいます。

　最近のアメリカ国内の世論調査では、同性結婚を支持する福音

主義者の数が大きく増加したことが明らかになりました。数年前、

アメリカのピューリサーチセンターが行った世論調査によると、

同性婚を支持する福音主義者の割合が、ここ 10 年間で 14% から

35% と 2 倍近く増加しています。

　この世論調査の結果を見た専門家は、「文化が及ぼす影響力」

と「教会の失敗」を示していると分析しています。同性愛を支持

する割合が増え続けていることも驚きですが、私たちにとって本

当に衝撃的なのは、その増加するスピードです。学校で同性愛に

対する友好的な教育が行われた結果、青少年層での支持率が急増

しているのです。

　私たちはヨーロッパとアメリカのキリスト教が失敗した経験を

研究して、反面教師にすべきです。特に「同性愛文化から学校教

育を守り抜くことに優先順位を置いて総力を挙げなければならな

い」という貴重な教訓を忘れてはいけません。

　「あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべ

きことである。—— これを行う人は、だれでもその民のうちから

断たれるであろう。」(レビ記 18:22, 29)。† ( 文 / 特別取材チーム )



「キングス・キッズ」を開き、子どもたちのケアをするイム宣教師。
貧困から抜け出せるように子どもたちの教育に邁進。

異国の子どもたちの母親になろうと決心したイム宣教師

私があなたたち
の母親になって

あげよう
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　トゥルカナは、アフリカのケニア北部にある奥地で、ケニアの

首都ナイロビから 700 キロ離れています。イム・ヨンシム宣教師

は、28 年間、このトゥルカナで孤児たちからお母さんと慕われ

ながら、彼らを愛し仕えてきました。生涯独身を貫き、地域の子

どもたちの面倒をみてきましたが、風土病を患い、2012 年 8 月

にその生涯を閉じました。

　イム宣教師はドイツに留学して心理学を学んでいましたが、

1984 年、宣教師への道に進路を変え、ケニア奥地のトゥルカナ

に入ります。彼女が数少ない原始部族が暮らすトゥルカナに入っ

たとき、彼女を迎えたのは、貧困とエイズで親を亡くした孤児た

ちでした。彼女は異国の子どもたちの母親になろうと喜んで決心

しました。

イム・ヨンシム宣教師物語

トゥルカナの母

　最初、彼女はトゥルカナの行政都市である「ロドワ町」の木の

下で礼拝を捧げました。地域の住民はこれを「木の下教会」と呼

びました。これがトゥルカナの最初の教会です。木の下で捧げた

礼拝が教会になったのです。

　イム宣教師は「キングス・キッズ」という孤児院と幼稚園を建

て、地域の子どもたちをケアしました。貧困から抜け出せる唯一

の道は学びであると考え、子どもたちを熱心に教えました。子ど

もたちはイム宣教師を「Mom（お母さん）」と呼んで尊敬しました。

　この孤児院で育った数百人の子どもたちが高校や大学に進学

し、今では医者、教師、銀行員、会計士となり、ケニア各地で指

導者としてイエス様の愛を伝えています。識字率が 95％になっ

たケニアで起きた驚くべき「愛の奇跡」です。

　彼女は、厳しい環境の中、小さくて素朴な私宅で暮らしていま

した。栄養失調とマラリヤに苦しめられながらも、自分を優先せ
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ず、村の人々に食べ物が行き渡った後にしか、食事をしなかった

そうです。

　イム宣教師はこのように言いました。

　「主の働きはお金でするものでも、戦略でするものでもありま

せん。死ぬほどの強い愛をもってするものです」

　「子どもたちは私の人生のすべてです」

　このように語ったイム宣教師は、最後の使命であるトゥルカナ

の中・高等学校の建設に献身しました。15 万坪の学校敷地を用

意し、校舎を建てるために走り回っていましたが、突然のバクテ

リア感染によって倒れました。高熱と呼吸困難が一週間続き、遂

に天に召されました。

　しかし、イム宣教師の最後は寂しくありませんでした。彼女が

育てたたくさんの息子と娘が母である彼女の最期を看取りまし

た。原住民も集まり、「私たちを残して逝ってしまった」と悲しみ、

泣きました。

　イム宣教師の崇高な生き方を記念するために、「イム・ヨンシ

ム宣教師追慕事業会」が設けられ、国際開発 NGO グッドピープル

が、教室、寮、科学室、図書室、多目的室、教師宿泊施設を備え、

200 人が勉強できる 4 年制の中・高等学校を建設しました。この

学校が輩出した卒業生は、今や地域社会のリーダーとして尊く用

いられています。

　一人の独身宣教師の人生がトゥルカナの運命を変えました。荒

野を歩むような人生でしたが、神様と共に歩むならば、このよう

な奇跡が起こるのです。

　荒野でイスラエルの民を顧みてくださったように、神様は今も

私たちを顧みてくださっています。私たちが神様だけに寄り頼み

従っていくならば、神様が私たちの人生の責任をとってくださる

のです。約束の御言葉に聞き従い、主の導きに委ねる皆さんであ

りますように、主の御名によって祝福します。†（整理／キム・ソ
ンホン記者）

学校を卒業し、地域社会の
大物となって貴く用いられ
ている子どもたち

国際開発 NGO グッドピープルが建てた 200 人が勉強できる中・高等学校
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苦難が近づいても挫折しない理由

　人生には予告なしに大きな試練が迫ってきます。肉体の病気、

事業の失敗、家庭の不和、信じていた人の裏切りなど、夜も眠れ

ず、涙で枕を濡らす日々が続くことがあります。しかし、試練が

苦難の有益

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会

いくら大きくても、あまりにも大変で孤独で辛くても、すべてを

あきらめて挫折し、座り込んではなりません。私たちを絶望から

救い出し、絶対的な希望であられるイエス・キリストが、私たち

のそばにおられるからです。

　人生の中で働かれるイエス・キリストに頼って信仰で歩むと

き、私たちはすべての困難に打ち勝ち、勝利することができます。

私たちと一緒におられる主の恵みで絶望を克服するとき、私たち

は成熟した信仰を持った力あるクリスチャンに変化します。

　イエス様だけで満足できる成熟した信仰者になるとき、絶望に

瀕した多くの人々に夢と希望を伝えることができます。預言者ハ

バククは、苦難の中でも、絶対肯定の祈りを主に捧げました。

　「いちじくの木は花咲かず、ぶどうの木は実らず、オリブの木

の産はむなしくなり、田畑は食物を生ぜず、おりには羊が絶え、

牛舎には牛がいなくなる。しかし、わたしは主によって楽しみ、

わが救の神によって喜ぶ」（ハバクク 3：17-18）

　世界的なファーストフードチェーン店である KFC の創業者カー

ネル・サンダースは、6 歳で父親を失い、父親の代わりに生計を

立てていた母親と幼い二人の弟と暮らしていました。サンダース

は 10 歳から農場で働かなければならず、12 歳の時には母親の再

婚をきっかけに離郷を余儀なくされました。生きるために手当た

り次第に働いた彼は、大人になってようやく安定した生活を送れ

るようになり、65 歳で引退したあとは、毎月 105 ドルの社会保

障を受け取って生活していました。
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　そんなある日、彼は持っている財産をすべて注ぎ込んで圧力鍋

を買い、自分の古いトラックにそれを積んで旅立ちました。これ

までのレストラン運営で開発してきたユニークなチキンのレシ

ピを売ってみたかったからです。サンダースは食堂のオーナーを

訪ね、チキンのレシピを公開する代わりに鶏一羽が売れるたびに

ロイヤリティを支払って欲しいという条件を提示しました。

　しかし、身なりのみすぼらしい老人にロイヤリティを支払いな

がらレシピを買ってくれる食堂のオーナーはいませんでした。サ

ンダースは数えきれないほどの食堂から拒絶され、断られた回数

だけでも 1000 回を超えていました。

　それでもサンダースはあきらめませんでした。彼はトラックで

寝てガソリンスタンドのトイレで髭を剃りながら、自分の大切な

夢を広げるためにアメリカ全域を巡りました。そうするうちに、

ようやく 1009 番目の食堂が彼の提示した条件を受け入れました。

もし、彼が 1008 番目であきらめて家に帰っていれば、今の KFC

は存在しなかったでしょう。その後、契約を締結する食堂がます

ます増え、全世界 100 カ国 3万店舗という巨大な花を咲かせたの

です。

苦難を受けたことが私にとって有益である

　このように苦難は人生を新しい世界に導きます。また、私たち

の弱さは主を完全に頼るように導くため、苦難を克服する原動力

になることもあります。それゆえ弱さも驚くべき力といえるので

す。

　「ところが、主が言われた、『わたしの恵みはあなたに対して十

分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれる』。それ

ゆえキリストの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで自分の

弱さを誇ろう」（Ⅱコリント 12：9）

　弱さは創造的なエネルギーを作り出す力です。それゆえ、私た

ちにあるとげは、主が私たちに与えてくださった喜びの通路であ

り、力の通路なのです。

　詩篇 119 篇 71 節には「苦しみにあったことは、わたしに良い

事です。これによってわたしはあなたのおきてを学ぶことができ

ました」とあります。そうです。苦難を通して、主の御言葉を悟っ

て、主の恵みを体験するようになり、苦難が有益に変わるのです。

　私たちが非常に弱くても、私たちの主の力は強く、偉大です。

ですから、私たちの肉体にとげがあっても、落胆するのではなく、

むしろ、私たちを恵みの場所に導く愛のとげであることを覚え

て、感謝してください。神様を恨むのではなく、神の力に頼らな

ければなりません。その時、使徒パウロのように「とげにさえも

神の恵みが含まれている」と告白できるのです。

　「そこで、高慢にならないように、わたしの肉体に一つのとげ

が与えられた。それは、高慢にならないように、わたしを打つサ

タンの使なのである」（Ⅱコリント 12：7）

　これからの日々、すべての苦難を祝福の道しるべとして受け入

れ、偉大な働きを成し遂げられるように、主の御名によって祝福

します。†
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 ✿ 私の人生、私の証し

「神様は
公平な方です」

|  ヤン・ジンチョル  |  牧師・エヌン中央教会

ヤン牧師が中学１年生の時に両親が離婚しました。自閉症の 8 歳の
弟がいるのにもかかわらず、母は家を出てしまい、父はアルコール
依存症になりました。その時から彼は保護者代わりに家事や弟の世
話をしなければならず、不遇な青年期を過ごしました。さらに不幸
なことに、高校生の時、黄斑変性を患い右眼を失明、左眼も失明す
る可能性があるという診断を受けました。当時は頼れるのは仏教し
かなかったと彼は告白します。

しかし、彼の人生に逆転のチャンスが訪れました。大学生の時、韓
国大学生宣教会（CCC）の友人たちと一緒に夏の修練会に参加し、
そこで神様と人格的に出会ったのです。その後、視覚障害者向け伝
道で神様から召されていることに気付きました。彼はエヌン中央教
会の青少年部担当牧師を務めながら、ソウル盲人学校の基督学生会
で視覚障害者の青少年に仕える働きをしています。

　友人に誘われて CCC 全国大学生夏修練会に参加することになり

ました。約 1万人の大学生が集まる大規模な修練会で、その日の

ことは未だに鮮明に覚えています。激しく雨が降る中、夜の集会

が行われ、青年たちは熱く切なる祈りを捧げていました。ですが、

祈り方がわからない私は、今まで胸の中に抱えていた恨みを神様

に容赦なく吐き出し始めました。

　「神がいるのなら、なぜ私の人生をこのように苦しめるのです

か。そんな神なら私は信じません」

　このように恨みを吐き出しているときでした。遠くにある講壇

から賛美チームの賛美が聞こえてきました。

　「十字架に苦しまれ、死なれたバラのように、孤独で踏みつけ

られても、私を愛してくださった♪」

　繰り返し聞こえてくるその賛美の歌詞が、心の奥深いところに

入ってきました。その時、気づきました。真っ暗な半地下の部屋

で弟と二人で抱き合って眠っていた時も、法堂で「これは私の業

ですか。私の罪のためですか」と悲しく泣いていた時も、教会に

通っている友人に向かって「神はどこにいるのか」と悪態をつい

ていた時も、手をぶるぶる震わせながら包丁を持っていた時も、

主が私と共におられたことに気づきました。十字架に苦しまれ、

私のために死なれた主が、いつも私と共におられたことを「アー

メン」と信じました。

　「神様、私は罪人です。私は知らずに罪を犯してきた罪人です」

　堰を切ったように悔い改めの涙が溢れ出し、その時、神様が臨

まれ、私の中の恨みや傷や涙に触れてくださいました。

幸せな家庭を望み祈りながら
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　私が今通っているエヌン中央教会は、視覚障害者の福音化のた

めに建てられた教会です。私が 21 歳の時、弟のジンスと一緒に

初めて訪れました。私は目を患っており、当時は失明する恐怖と

不安で、私の心は押し潰されんばかりでした。そのため、このよ

うな私の心を理解してくれる教会を求めていました。また、視覚

障害や失明の不安と痛みを知っている人と会うことができれば、

気持ちを分かち合えるのではないかと思っていました。そういっ

た願いを神様が聞いて導かれた教会がエヌン教会だったのです。

　教会での信仰生活を通して、言葉では言い表せないほどの慰め

と回復が与えられました。しかし、礼拝を捧げて家に帰っても、

私の環境には何の変化もありません。いつも一人で弟の面倒を見

なければならず、あいかわらず生活も苦しかったのです。

　ある日の夜、教会で家族と一緒に帰宅する牧師の後ろ姿が目に

留まりました。子供たちと仲睦まじく会話をしながら帰る家族の

姿が、どれほど美しく見えたかわかりません。正直なところ、と

てもうらやましかったのです。

　「神様、私もあのように幸せな家庭がほしいです。私も幸せな

信仰の家庭を築きたいです」

　この祈りを神様は聞いてくださり、間もなく、今の妻と出会い

ました。

 妻には障害はありませんでしたが、彼女の母が事故のために視

覚障害者となっていました。当時小学校 4年生の義母が友達と遊

んでいたとき、そうとは知らずに触れた爆弾が炸裂し、破片が彼

女の目や顔、指などに刺さったのです。ほとんどの指は失われ、

顔にも多くの傷が残りました。それだけではなく、破片が目にも

刺さったため、結局眼球を摘出するしかありませんでした。この

事故により、小学校 4年生だった義母は視覚障害者となりました。

　妻は毎週自分の母を連れて教会に来て、一緒に聖歌隊として参

加していました。自分の子供が視覚障害者と結婚すると言い出し

た時、義母の心はどうだったのであろうか。後から聞いた話です

が、娘の結婚で悩んでいた義母が祈っていると、このような思い

が浮かんだそうです。

　「私以外に、誰があの人の心をわかってあげられるだろうか。

私以外に、誰があの人を抱いてくれるだろうか」

　祝福の内に私たちは結婚をし、今年で結婚 11 年目を迎えまし

た。神様は私達に二人の娘を与えてくださり、小さいながらも信

仰の家庭を築くことができました。神様は私の祈りを聞いてくだ

さったのです。

「あなたより私のほうがもっとジンスを愛している」

　弟のジンスが障害者特殊学校を卒業したあと、ジンスが通える
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施設や保護作業場を探し回りました。しかし、ジンスの障害があ

まりにもひどかったため、施設に入所しても何日も経たないうち

に追い出されることがよくありました。

　「ジンスさんの障害があまりにもひどいので、他の利用者の迷

惑になっています。もうこれ以上ジンスさんを受け入れることが

できません」

　このようなことは一度や二度ではありませんでした。新しい施

設に入るたびに言われるので、ジンスが入ってからしばらくして

かかってくる電話には嫌な予感しかなく、実際に当たってしまう

のでした。

　ある日、ジンスが入ったばかりの保護作業場から電話がかかっ

てきました。

　「ジンスさんのお兄さんでいらっしゃいますか。ここに早く来

てほしいのですが」

　胸がどきっとしました。慌てて駆けつけてみると、一人の大人

が大の字になって横たわり、ドライバーを手に持って何かぶつぶ

つ言っていました。私の弟ジンスでした。

　そんなジンスを立ち上がらせ、先生と相談すると、結局この保

護作業場との縁は終わりになり、ジンスはもう通えなくなりまし

た。気持ちを落ち着かせて、ジンスを連れて出ると、人の気持ち

も知らないジンスが天真爛漫な顔で、「お兄ちゃん、アイスクリー

ム」と言いました。

　その瞬間、怒りが込み上がり、ジンスにひとしきり叫びたくな

りました。しかし、弟の姿をじっと見つめていると、とてもかわ

いそうだなと思いました。発達障害者として生まれ、障害者施設

からも受け入れてもらえない子。良い環境で親から愛されて育て

られていたら、ここまで障害はひどくならなかっただろうに。

　辛い心を落ち着かせて、神様に祈りました。

　「私の弟ジンス、これからどうすればいいですか。ジンスを受

け入れてくれる所がありません。神様はジンスがかわいそうだと

思いませんか。私はジンスをこんなに愛しているのに、他の人た

ちはジンスのことを必要ない子だと思っています」

　数日間、このように切なる祈りをしていたとき、神様はローマ

人への手紙 5章 8節の御言葉を示されました。

　「しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリスト

が死んで下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を示

されたのである」

　「私たちがまだ罪人であった時」の御言葉を読んだとき、この

世の中は何かの罪を犯したから罪人になったのではなく、世から

必要とされなくなった時に罪人になるのではないかとふと思い

ました。別訳の聖書をまた読んでみると、「まだ罪人であった時」

という箇所が「あの方が私たちを必要としない時」と翻訳されて
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いました。

　そのため、私はこの御言葉をこのように変えて読みました。

　「人がジンスを必要としないとき、この世がジンスを必要とし

ないとき、この世はジンスを捨てて追い出したが、キリストはジ

ンスを愛してくださり、ジンスのために死んで下さったことに

よって、神はジンスに対する愛を示されたのである」

　その時、神様の御声を聞きました。

　「ジンチョル、この世がジンスを必要とぜず、人から見捨てら

れた子のように見えても、あなたよりも私のほうがもっとジンス

を愛している」

　どれだけ泣いたかわかりません。その御声を聞いて、私の心に

このような信仰が生じました。

　「神様、ジンスの痛みは全部私の重荷だと思っていたのですが、

違いますね。神様はジンスを愛しておられます。では、神様が責

任をもってジンスを引き受けてくださいますね ...。」

 

「当たり前じゃないですか？」

　心を再び強くし、ジンスが通える新しい保護作業場を探し出し

ました。ところが、ジンスが入って一ヶ月ぐらい経っているにも

かかわらず、先生からは何の連絡もありませんでした。これまで

の経験だと、このあたりで悪い連絡が来るはずです。心配になっ

たので、飲み物を持って保護作業場を訪ねました。そして、先生

に会って、これまでの事情を説明しながら尋ねてみました。

　「ジンスはどうですか？　ジンスの障害が周りの方に迷惑をか

けていませんか？」

　私は慎重に言い出しましたが、先生は大したことではないよう

に答えました。

　「当たり前じゃないですか？　だから、ジンスさんがここに来

ているのでしょう。正常ならここに来るわけないじゃないです

か。何かがあるから、ここにいるのです」

　今までさまざまな施設や機関、保護作業場から言われた言葉の

すべてが間違っていたわけではないですが、その度に私は胸を痛

めてきました。そのような言葉を毎回聞いてきたのに、「当たり

前じゃですか？　だから、ジンスさんがここに来ているのです」

と初めて言われたので、頭を何度も下げながら先生に感謝しまし

た。

　その先生の一言は神様からのものに聞こえました。多くの視覚

障害青少年たちが牧会者である私を訪ねて来ますが、彼らのため

にどのような働きをすればいいのかも教えられた神様の御声で

した。「当たり前じゃないですか？　だから、神様が彼らを私に

送ったのです！」
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視覚障害青少年のための働きをしながら

 

　これらの経験を通して、視覚障害者の弟子たちを新しい目線で

見つめるようになりました。12 年以上、数多くの視覚障害青少

年と会ってきました。教会だけでなく、盲学校を訪ねて、学生た

ちと礼拝を捧げながら、素晴らしい恵みを経験しました。

　2 年ほど前、弟子たちの中で私とほぼ同じ視力を持っていた学

生がいました。その弟子は盲学校の礼拝を一回も欠席したことが

ない、性格も明るくて快活な学生でした。ところが、その学生が

盲学校の礼拝を休み、一ヶ月ぶりに礼拝に出てきたことがありま

す。

　その学生が礼拝に参加できなかった理由がわかりました。突然

目が痛くなり、二日後には全く目が見えなくなって、急遽手術を

受けることになったのです。ですが、視力が回復する可能性はほ

ぼないと宣告され、その後、完全に失明してしまいました。

　その学生が一ヶ月ぶりに黒いサングラスをかけて壁を手探り

しながら、礼拝を捧げる教室に入ってきました。礼拝中、その学

生の黒いサングラスの下からは涙がずっと流れていました。流れ

た涙をすする音が聞こえると、隣に座っていた視覚障害者の友人

が彼に言いました。

　「私は生まれた時から見えなかったのよ。頑張って！」その隣

に座っていた他の友人は「私たち皆見えないでしょう。頑張って

ね！」と、視力がない友人たちが、急に失明して苦しんでいる友

達を慰めていました。その痛みを知っている者でしかできない真

の慰めでした。その日、イエス様が天使のような視覚障害学生た

ちと共におられました。

　韓国国内に登録されている視覚障害者は約 25 万人ですが、こ

の視覚障害者への福音化率は 1％にもならないといわれていま

す。その中でも、次の世代である視覚障害青少年への福音化率は

集計すらできないほど少ないのが現実です。神様はこの私をまさ

に視覚障害者宣教の最前線に送られました。

　私が人生の中で流したたくさんの涙には意味があった、このよ

うに貴い視覚障害者の魂のための召命に主の御旨があったと、神

様が悟らせてくださいました。そして、いつの間にか、視覚障害

者宣教の真ん中に、この未熟な私が働き人として立てられていま

した。

　神様から召されていると信じているので、肉体の目は見えなく

ても、イエス様を眺める視力は 2.0 である次世代の視覚障害青少

年が立てられるように、日々祈っています。神様から送られたこ

の貴重な魂への働きを、今日も喜びを持って続けたいと思いま

す。† < 完 >（整理 / チェ・ソンミ記者）
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『愆
けん

祭
さい

』をご存知ですか？

　レビ記の五大祭礼（燔祭、素祭、酬恩祭、罪祭、愆祭）の最後

を飾る例祭として、愆祭が命じられています。それなのに、私た

ちは愆祭が何なのかわかりません。その言葉の意味も知らない

のです。『愆』には、咎や過失の意味が含まれています。ヘブル

語では「アーシャーム ָםׁשָא 」と言い、「有罪 (guilt offering)」

という意味です。小羊の血で無罪となったのに、どうして「有罪」

なのでしょうか。

　なぜ、私たちが有罪であり、またそれがどのような結果をもた

らすのかを見てみましょう。有罪の第一の罪目は「あやまって主

の聖なる物に対して罪を犯した」です（レビ記 5:15）。ここで聖

なる物と訳されているヘブル語は、「聖」を意味する「カードーシュ 

ֹדק です。聖とは、物質に限らず、神の聖に関連するすべての「 ֶׁש

 ✿ レビ記ライフ｜カン・デウィ 牧師／ハンセサラム教会担任牧師

罪の価値

ものを指していますが、私たちが「あやまって」損傷を与えたと

いうのです。神の聖に損傷を負わせたことで捧げるいけにえが「愆

祭」です。

　「これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからであ

る」（レビ 5:19）

　この箇所は、時代劇で鞭打たれる罪人に対し、役人が「自分の

罪が何かわかっているか！」と宣告するのと似ています。「あや

まって」犯した罪は、それが罪と知らずに犯したものなので、こ

のように宣告されなければわからないのです。それゆえ、愆祭は、

神の聖を損なったことは「罪」であることを、私たちに理解させ

認めさせます。罪を悟り認めるところに恵みは臨むのです。

　「わたしは自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかっ

た。わたしは言った、『わたしのとがを主に告白しよう』と。そ

の時あなたはわたしの犯した罪をゆるされた」（詩篇 32:5）

　罪を認め、懺悔し、告白するのは、赦すよりも難しいことです。

だから、愆祭という清めの儀式を通して、自分は有罪であること

に気づく必要があるのです。

　どのような場合に神の聖を損なうのでしょうか。ひとつ目は、

隣人に対する証言を誠実に行わなかった場合です。

　「もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、

知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを

負わなければならない」（レビ記 5:1）
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　私たちには、罪の呪いを受ける人々の贖罪のために証言すると

いう使命があります。その証言を忠実に果たさなければ、私たち

がその罪を負うことになります。律法の基本法則として知られて

いる「目には目、歯には歯」の法則も、証人が偽って他人を中傷

したことが判明すれば、自分がその偽証の対価をことごとく受け

るという内容になっています（申命記 19:21）。教会には証人の

使命があります。私たちがイエス・キリストの十字架の証人にな

るとき、人の咎や罪の赦しを証言するのです。

賠償のいけにえ

　愆祭とは「賠償祭」であり、人が他人に犯した過ちに５分の１

を加えて 120％の賠償をしなければならないと記されています。

　「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち

預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人

を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、あるいは落し物を拾い、

それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪

となることの一つについて、罪を犯し、とがを得たならば、彼は

そのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し

物、または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すな

わち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭を

ささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない」

（レビ記 6:2 ～ 5）

　確かに知っておくべきことは、他人への罪は「主に対して忠実

でない」、すなわち、神の聖の破壊を意味していることです。他

人に犯した罪が、神に対する罪であると認めたのはダビデです。

彼は自分の忠実な部下であるウリヤの妻バテシバへの誤った欲望

から、ウリヤを戦地で死なせました。これについて預言者ナタン

から神の咎めを聞かされたとき、彼は悔い改めて祈りました。

　「わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、あなたの

前に悪い事を行いました。それゆえ、あなたが宣告をお与えにな

るときは正しく、あなたが人をさばかれるときは誤りがありませ

ん」(詩篇 51:4)

　ダビデは神の人でしたが、残忍な罪を犯しました。それは人に

犯した過ちで終わらず、主の聖を破壊しました。彼は自分の罪に

対して悔い改めと赦しを求めるだけに留まりませんでした。彼は

なんと「あなたの救の喜びをわたしに返し、自由の霊をもって、

わたしをささえてください。そうすればわたしは、とがを犯した

者にあなたの道を教え、罪びとはあなたに帰ってくるでしょう」

（詩篇 51:12 ～ 13）と祈りました。自分のような罪人をも神様が

支えてくださるなら、罪人に救いの希望を教える人になるという

のです。

　「わたしは、その罪人のかしらなのである」と告白した使徒パ

ウロも、恵みの福音を宣べ伝える者となりました。

　「『キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世にきて下さっ

た』という言葉は、確実で、そのまま受けいれるに足るものであ

る。わたしは、その罪人のかしらなのである」（第一テモテ 1:15）

　愆祭においてのみ、特別に「傷のない雄羊」を捧げます。罪祭

は祭壇に獣の血を注ぎますが、愆祭は本人の体に雄羊の血を塗り

ます。人の体に血を塗る行為は、祭司を立てる任職祭にも見られ
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ますが（レビ記 8:23）、愆祭においても同じ儀式を行うことで、

私たちの体が聖なる神とつながった肢体であることを宣言するの

です。

　罪を告白するとき、神様は私たちを聖なる祭司として改めてお

立てになるのです。へブル人への手紙では、祭司が他の罪人のた

めに神の御前に出られるのは、祭司自身も弱さを身に負っている

罪人であるからだと記されています。

　「大祭司なるものはすべて、人間の中から選ばれて、罪のため

に供え物といけにえとをささげるように、人々のために神に仕え

る役に任じられた者である。彼は自分自身、弱さを身に負うてい

るので、無知な迷っている人々を、思いやることができると共に、

その弱さのゆえに、民のためだけではなく自分自身のためにも、

罪についてささげものをしなければならないのである」（ヘブル

5:1 ～ 3）

　これが罪を認める価値です。確かに罪は間違った悪いものです

が、愆祭は私たちを謙遜にします。そして、恵みのお返しとして、

私たちはいけにえを生涯にわたり捧げ続けるのです。

重い皮膚病と愆祭

　また、愆祭は、重い皮膚病を患った人が清められたときに捧げ

るいけにえ（レビ記 14 章）でもあります。「重い皮膚病」とは、

身体の肢体が互いを自分の肢体と認めない分離と分裂の病です。

肢体である足と手が傷を負っても、痛みを感じることができず、

ついには体全体の破滅につながります。肢体となった私たちが、

互いを受け入れ合い、罪の対価を代わりに負う、これこそが『愆

祭』です。

　神様に受けた恵みを返す道は、人々にその恵みを分け与える

ことです。そのため、私たちが受けた恵みをお返しすることに

より、愆祭はキリストの御体を完成させる礼拝になるのです。

それはまた、隣人を自分自身のように思い、愛することです。

　お返しの礼拝を捧げるためには、まず、当然償うべき罪に対

する悟りが必要です。イエス様は、自分の義に囚われている人

のためではなく、罪人のために来られました。神様が私たちに

要求されるのは、さまざまなプログラムを取り入れた礼拝形式

ではありません。受けた恵みを日常での分かち合いを通してお

返しすることで、私たちの礼拝が完成することを、レビ記五大

祭礼の最終完結である愆祭を通して示されているのです。

　コロナ以来、韓国の教会は、新しい礼拝のあり方について、

神様と世間の要求の間で揺り動いています。各々の人生で捧げ

られる真の礼拝が求められており、愆祭を捧げるとき、すなわ

ち、今まで受けた恵みを分かち合うときが来ているのです。

　「しかも彼を砕くことは主のみ旨であり、主は彼を悩まされ

た。彼が自分を、とがの供え物となすとき、その子孫を見るこ

とができ、その命をながくすることができる。かつ主のみ旨が

彼の手によって栄える」（イザヤ 53:10）†
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　私が高校一年生の頃は、分別がまだなく、将来への不安を感じ

ていましたが、自分のことよりも隣にいた友人の将来が心配でし

た。教科書と辞書が入っている私の重いかばんとは違い、お弁当

だけが入った軽いかばんを持って登校してくるその友人は、授業

中ずっと寝てばかりでした。そして、寝疲れて起きては、思いつ

くまま絵を描いて過ごしていました。私は心の中で「あんな風に

生きていたら、結婚もできないだろうな」と、彼を心配していま

した。

✿ 狭き門、狭き道
カン・サン 牧師／十字架教会＜御言葉の前に立つあなたに＞著者

八月の祝辞（司式）

　そんなある日、その友人に人生の転機が訪れました。当時、外

国の学生と文通友達になれる雑誌があり、時間を持て余して退屈

だった友人は、その雑誌に載っていた日本人の女子学生に英語で

手紙を書いたのです。。数日後に届いた返事には、その女子学生

の写真も入っていました。私は正直いまいちだと思いましたが、

友人はその女子学生が気に入ったようでした。その日から、友人

は日本語を猛烈に勉強し始めたのです。

　高校二年生になると日本語の作文と会話ができるようになり、

三年生にもなると日本語の検定試験でほぼ満点を取りました。さ

らに驚くことに、その友人は飛行機に乗って日本まで行き、その

女子学生に会って、流暢な日本語でプロポーズをしたのです。そ

の数年後、二人は結婚しました。本当に人生の大逆転でした。

　ある日、私はその友人がどうしているだろうか、日本人女性と

結婚して幸せに暮らしているだろうかと気になり、彼の近況を周

囲に尋ねました。しかし、私は悲しい知らせを聞きます。その友

人はあれだけ頑張って結婚した女性と別れ、一人息子は孤児同然

になってしまったという話に、私は心が痛みました。しばらくす

ると、その友人から電話があり、彼の結婚生活について聞くこと

ができました。「なぜこうなってしまったのかわからない、自分

は妻を愛したが、愛が間違った方向に流れてしまった」と話す友

人を慰めた後、私は質問しました。「君は、愛は何だと思います

か？」と聞くと、受話器の向こうで長い沈黙が続き、しばらくし

て、その友人は苦しそうに「愛だって？　自分は今まで愛が何な

のかなんて、一度も考えたことないよ ････」と答えたのです。
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　皆さん、愛とは何でしょうか。今日ここで、とても素敵な新郎

と美しい新婦が結婚して夫婦になりました。二人の結婚理由が、

お金や人生の成功のような特別なものではないことを、ここに集

まった皆さんは知っています。ではなぜ、結婚するのでしょうか。

それは愛しているからです。

　しかし、手遅れになる前に確認しなければなりません。いった

い愛とは何でしょうか。会いたくて触れたい性的欲望ですか。そ

れとも寂しさを紛らす手段ですか。私たちは今、聖書が語る愛を

確認して、愛を定義しなければなりません。

　ヨハネ第一の手紙 4章 8節には「愛のない者に、神はわかりま

せん。なぜなら神は愛だからです」とあります。そうです！　愛

は感情や欲望、所有や特別な思いなどではなく、神様ご自身なの

です。

　したがって、ただ結婚生活を続けるのではなく、真の愛を享受

しながら生きたいと思うのであれば、まさに愛である神様に出会

い、交流し、一緒に歩まなければなりません。この地上の大勢の

人が、神様のいない自分だけの偽の愛にまどわされ、奴隷になっ

て暮らしています。そうなってはいけません。本当の愛である神

様を認め、礼拝し、崇めながら歩めば、本当の夫婦となり、二人

の間に始まった愛を美しく育てることができるでしょう。

　今日、神様の光のような愛と出会うことをお勧めします。私た

ちは光と三段階で会わなければなりません。第一にその光を受け

入れ、第二にその光で満たされ、第三にその光を周囲の人々に分

け与えるのです。同様に、今日夫婦になった二人は一体となって、

神という光を受け入れてください。いつも神様に礼拝し、御言葉

で満たされましょう。

　神という光を受け入れてください。皆さんの考えに、言葉に、

計画に、決定に、そして、すべての選択と未来に、神様の光を受

け入れましょう。そして、その光を周囲の人々に分け与えてくだ

さい。教会や隣人に施してください。そうすれば、皆さんの人生

には、愛の光が、神様の愛が、いつも満ちあふれることでしょう。

　私は二年間の恋愛期間を経て、妻と結婚し、20 年間一緒に暮

らしています。私たち夫婦はとても貧しいため、新婚旅行に行け

ず、教会開拓後の 10 年間は、ほとんど給料もありませんでした。

多くの痛みや病気、事故や試練で涙が出るほど辛い日も多くあり

ました。

　しかし、私たち夫婦は、出会ってから 22 年間一度も喧嘩せず

に愛し合い、今日まで来ました。妻や私がすごい人だったからで

はありません。私たちは絶えず神様という愛を受けて満たされ、

分かち合いながら生きてきたからです。

　皆さんもこのように過ごしていただければと思います。愛で満

たされ、神様で満たされる人生となりますように心から祝福し、

司式者の言葉といたします。
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　また今日、この結婚式の参席者の中で、未婚者は神様の愛で結

婚にふさわしい人として整えられ、既婚者とその家庭は、神様の

愛で日々新しく仲睦まじく過ごせるように祝福します。†
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